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特 集

日本語教育メディア・システム開発部門（JEMS）
1 ．JEMS の活動方針
近年の情報コミュニケーション技術（ICT）およびインター
ネットのめざましい発達は、時間や場所に捕われない効率的・
効果的な日本語教育 e-ラーニングの可能性を広げてきました。
日本語教育メディア・システム開発部門（通称：JEMS）は、

2 ．CALL 教材の開発
2 . 1 ．現代日本語コース中級聴解（IJLC）
    http://opal.ecis.nagoya-u.ac.jp/~ijlc/
優れた中級の日本語聴解教材が少ない中、名古屋大学日本語
教育研究グループによって開発された中級日本語教科書『現

ICT やインターネットを利用した日本語 CALL 教材、日本語
教育 e-ラーニングを多数開発してきました。1999年の JEMS
発足時に⑴グローバルな日本語教育システムの構築、⑵イン
ターネットを活用したマルチメディア教材の開発を目標として
掲げましたが、近年はこの目標をさらにより現実化させ、以下
の 3 点を重視した開発を進めています。

代日本語コース中級Ⅰ & Ⅱ［改訂版］
』
（名古屋大学出版会
1998）は大変評判が良く、海外でも多くの日本語学習者に使わ
れています。一方で、何冊にも分けられていたワークシートと
テープが使いにくい、年々テープの音の劣化が著しい、学習者
に年々入手が難しくなるテープレコーダーの購入・貸付けを余
儀なくさせていたなどの問題がありました。そこで、この開発

⑴教材の利活用を図るため、具体的な学習対象者に合わせた
質の高い内容の教材を提供していくと同時に、常時、教材

は上記の問題を解決すべく 1 つの Web または CD 教材に構成
することによって、学習者が自分のレベルにあった教材を容易

の点検・評価を行い、改善を継続する。
⑵学習履歴を蓄積、フィードバックし、学習者が自律的に学
習を進めていける e-ラーニング環境を提供する。
⑶学内外・海外の他機関とのネットワークを構築し、協同し
てより効果的なオンライン教材を作成していく。

に即座に引き出すことを可能とし、学習の動機を促進するとと
もに学習効果を上げるという大きなねらいがありました。しか
しながら、ただ単に視覚情報と聴覚情報をまとめて、紙媒体
の教材をコンピュータ上に表示するだけにとどまらず、コン
ピュータ教材ならではのインタラクティブな要素をふんだんに

⑴の目標については、学内の学習者などの具体的な対象に合
わせた内容の教材を開発し、学習者の学習過程の観察などを通
して改善を繰り返し、その成果を海外など広く学外の学習者に

盛り込んだり、新しくビデオ動画を作成したりと大幅に改善さ
れることになり、2006年度に完成しました。

も提供してきました。現代日本語コース中級聴解（IJLC）や
日本語初級文法オンライン学習教材（WebCMJ）の多言語版
などがそれにあたります。これらは、常時、教材の点検・評価
を行い、改善を毎年継続しておこなっています。
⑵の目標については、開発したほとんど全ての CALL 教材
について、学習者が自律的に学習できる環境が用意されていま
す。オンライン日本語コースにおいても、汎用的な e-ラーニン
グプラットフォームである WebCT と Moodle 利用し自動添削
とフィードバックの自動化により学習者が自律的に学習できる
環境を整えました。
⑶の目標に関しては、学内ではオンライン日本語コースで利
用している WebCT Vista3について、情報連携センターから提
供・技術支援を受け、また IJLC は、情報メディア教育センター
のスタジオ管理室スタッフの協力を得て開発しました。また、
日本語中級文法・科学技術語彙オンライン学習教材はオープン
ソースでフリーの e-ラーニングプラットフォームである moodle
を利用しましたが、その開発にあたっては、学外の三重大学高
等教育センターの協力をあおぎました。さらに、語彙リストは、
鹿児島大学理学部の河南勝氏、同大学留学生センターの畝田谷
桂子氏から提供を受けました。また、WebCMJ 文法及び漢字
は学内の多くの留学生の力を借りながら教材の多言語化にも取
り組んできました。このように、
教材開発を進めていくにあたっ
ては、多くの学内外の機関や専門家と連携をとりつつ、より効
果的な教材を目指して開発することを心がけています。
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このコンピュータ教材の構成と様々な特徴的な機能は以下の
通りです。
◦46セクションと日本語聴解教材の中では稀に見る膨大な学習
量を有しており、更に各セクションは、背景知識、単語、要
点、要点練習、タスク、内容質問、復習、応用練習、スクリ
プトと学習者が無理なく段階を経て着実に学習していけるよ
うに分けられています。学習者のニーズにあった場所から始
めることも可能であり、何度でも自分の知りたい部分、弱い
部分を徹底的に追及できるように語学学習に最も効果的な環
境を提供しています。
◦問題は選択問題、記入問題、ドラッグアンドドロップ問題、
正誤判断問題など多様揃えてあり、単純でつまらなくなりが
ちな語学学習を画期的なものにしています。学習者は問題に
解答した後、即座に自分の間違いをチェックでき、正答を確
認できます。更に、問題に解答する度に成績が履歴に残り、
自分の成績を簡単に把握できると同時に間違った箇所だけ問
題をやり直したり、 1 ページだけをやり直したりなど選択で
きます。教室で教師 1 人によって行われる授業では困難な、
語学学習に最も必要とされる学習者個々のペースや学習スタ
イルに合った語学学習が、納得いくまでできます。
◦聴解教材であるので、もちろん音声は殆どのページに含まれ
ています。特に復習とスクリプトのページには音を細かく分
割してボタンを押して学習者が聞きたい部分だけ即座に聞け
るという配慮がされており、これは学習者のみならず今まで
授業中に音の頭出しに苦労されていた教師の支援ができると

や問題指示文は、2003年の時点までは英語でのみ表記されてい
ましたが、日本語学習者の世界分布や英語を苦手とする学習者
の利便性を考慮して、韓国語、中国語（簡体字）
、中国語（繁
体字）
、タイ語、スペイン語、インドネシア語、ポルトガル語
による WebCMJ 多言語版の開発が2004年度から2006年度にか
けて行なわれました。また、2007年度にはベトナム語、ロシア
語も開発される予定です。また、2005年度には、日本語初級で
扱われる漢字300字について、それらが使われた単語と文章の
読みが反復練習できる漢字版を開発しました。文法版と同様、
初級日本語教科書 CMJ Vol.1 & 2に基づいて作られています。
◦ WebCMJ 文法・多言語版 URL：
http://opal.ecis.nagoya-u.ac.jp/~webcmjml/
◦ WebCMJ 漢字版 URL：
http://opal.ecis.nagoya-u.ac.jp/~webcmjk/
WebCMJ は 全20課 構 成 で、 文 法 版 は 約2000問、 漢 字 版 は
約750問の問題が含まれています。文法版は、教科書 CMJ の
Notes on Grammar で扱われている各文法項目につき、穴埋め
問題、選択問題、正誤判断問題などが出題されます。漢字版は、
教科書 CMJ の Kanji Practice に基づき、単語や文章中に含ま
れる漢字の読みが出題されます。学習者が解答を入力し、正誤
フィードバックを受けた後、必要に応じて正答を見たり、その
課の成績や所要時間を表示したりできます。問題中の漢字にマ
ウスカーソルを重ねることで、その読みや意味を英語で確認す
ることができます。

考えられます。
以上挙げた機能や工夫を備えている教材です。http://opal.
ecis.nagoya-u.ac.jp/~ijlc/ より 7 コースを無料で試すことができ
ます。
この教材はオンライン版と CD 版を作成したので、インター
ネットに繋がっていなくてもコンピュータさえあれば CD を利
用することが出来ることから、経済的に手軽に利用することが
でき、また、インターネット環境が不十分なアジアの国々で幅
広く利用されることも期待されています。現在名古屋大学の留
学生及び教員には無料でオンライン教材を提供し、それ以外に
は有料で提供している一方、CD 教材は凡人社より販売してい
ます。また、学内では2006年10月より全学の日本語プログラム
の中級聴解コース及び日韓コースに CD を導入し、受講生には
無料で配布しました。プロジェクター投影が可能な教室では教
材を大きく映し出すことにより、授業の活性化に大変貢献し、
また、学習者から授業の復習に役立ったという感想が多々寄せ
られました。

タイ語版トップページ

2 . 2 ．日本語初級文法および漢字オンライン学習教材（WebCMJ）
    http://opal.ecis.nagoya-u.ac.jp/~webcmjml/
WebCMJ は、名古屋大学日本語教育研究グループによる
初級日本語教科書『A Course in Modern Japanese（改訂版）
Vol.1 & 2』（名古屋大学出版会，2002）に基づいて開発され
た、Web 上で日本語初級レベルの文法事項の反復練習ができ
る CALL 教材です。CAI 教材としては1984年に作成されまし
たが、その後1998年に Web 版の初版が開発され、2002年の教
科書の改訂に併せて問題・形式・デザイン等が全面見直され、
現在に至っています。WebCMJ を使用するための説明の文章
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WebCMJ で は、 3 つ の モ ー ド が 利 用 で き ま す。 1 つ 目
は「GUEST」で、すぐに一通り演習を試すことができます
が、学習履歴や成績は記録されません。 2 つ目は「ON YOUR
OWN」で、学習者は各自の ID とパスワードを決定し、入力
することでアカウントが作成され、自身の学習履歴と成績が記

正答率によって受験者のレベル判定を行います。これまで名古
屋大学で実施したテスト結果を項目反応理論で分析し、その
データを組み込むことにより、より精度の高い応答型オンライ
ン・テストに改善していく作業を進めています。
科学技術語彙教材は、約2000語の物理関連用語とその読み、

録されます。次回から同じ ID とパスワードでログインするこ
とにより、履歴は蓄積されます。 3 つ目は「CLASS」で、授
業用です。あらかじめ教師が受講者の ID とパスワードを用意
しておき、学習者はそれでログインすることによって自身の学
習履歴と成績を記録できます。教師は、専用の管理ページから
各受講者の学習進捗状況が確認できます。

英語訳、韓国語訳、中国語（簡体字）訳が含まれています。現
在はそのうち物理以外の科学技術分野でも使用頻度が高いと思
われる100語程度を抽出し、それぞれの語について①漢字を見
て読みをひらがなで答える問題、②日本語を見て外国語訳する
問題、③外国語を見て日本語を答える問題を用意しました。②
および③については、英語、韓国語、中国語版をそれぞれ用意

以上の機能により、学習者は WebCMJ を個人で自習用に使
用することができます。これは学習者にとっては無料でいつで
も学習ができるため、特に海外で学習する学習者にとっては有
効な日本語学習教材であると考えられます。実際に、2004年
度～2006年度の間に、ゲストユーザ（GUEST）のアクセスが
学内から2,143件、学外から14,101件、登録ユーザ（ON YOUR
OWN）のアクセスが学内から691件、学外から2,300件ありま
した。アクセス元のドメイン名の分析より、学外の日本国内は

しました。語彙リストおよび英語、韓国語、中国語の対訳は鹿
児島大学理学部の河南勝氏、同大学留学生センターの畝田谷桂
子氏から提供を受けました。

もとより海外からのアクセスも多数見られ、国内外の日本語学
習者に広く活用されていることがわかりました。

は、情報連携基盤センターより提供・技術支援を受けた汎用的
な市販の e-ラーニングプラットフォームである WebCT Vista3

また、クラス単位で教師が学習者の成績を管理できる機能も
組み込まれているため、授業での運用も可能となります。実
際に、留学生センターで開講している初級日本語研修コース
（EJ）、全学日本語プログラムの初級コース（SJ101、SJ102、

を用いて行ってきました。2007年度からは、情報メディア教育
センターの WebCT Campus Edition および留学生センターで
用意した moodle を使っています。現在、中上級学習者向けの
「読
解・作文コース」と初中級学習者対象の「漢字100コース」
「漢

IJ111、IJ112）の各授業において WebCMJ を利用してもらう
ため、受講者の ID とパスワードを発行しました。また、教師
にその利用方法を案内した。各授業では、WebCMJ の該当す
る課を宿題として課し、復習用の教材として活用された。EJ

字300コース」「漢字1000コース」の 4 コースが開講されていま
す。

では、WebCMJ による演習の時間が設けられました。SJ およ
び IJ でも、WebCMJ の利用方法説明のための時間が設けられ
ました。各授業には、必要に応じて、JEMS の教員が補助要員
として参加しました。利用した EJ コースの受講者を対象とし

600字～800字の読解文を読んだ後、語句、漢字の確認、読解
質問および作文問題に答える形式で 1 回のコースは14週分の問
題から成っています。語句、漢字の確認、読解質問は、学習者
が答えを入力すると、自動採点システムにより学習者に即座に

たアンケートでは、ほぼ全員が「WebCMJ は役に立つ」と回
答し、特に授業に取り入れたことに対する評価が高かったです。

判定が知らされます。作文は自動採点されないため、教員が採
点・評価し、添削したものが学習者に送付されます。学習者の
学習履歴（点数、間違った問題、回答にかかった時間など）は
保存され、いつでも自分の学習履歴を閲覧できるとともに、権
限の与えられた教員も各学習者の学習履歴を閲覧し、また、そ
れを Microsoft Excel フォーマットに変換して保存することが
可能です。

2 . 3 ．日本語中級文法・科学技術語彙オンライン学習教材
    http://jems.ecis.nagoya-u.ac.jp/
留学生センターのオンラインコースは、情報基盤連携セン
ターの提供する市販の e-ラーニングプラットフォームである
WebCT を利用してきました。しかし、WebCT は大規模で機
能が多いため、逆に煩雑でデザイン等の変更も容易ではない

3 ．オンライン日本語コースの開設と実施
2004年より、名古屋大学の全学の留学生や外国人研究員など
を対象に実施している全学向け日本語プログラムの一環とし
て、オンライン日本語コースを実施しています。2006年度まで

3 . 1 ．読解・作文コース

3 . 2 ．漢字コース

という難点がありました。そこで本教材は、比較的小規模でプ
ログラムやデザイン等も容易に変更できる moodle で運用しま
した。そして、2005年度後半より日本語中級学習者向けオンラ
イン教材の開発が始められた、中級文法事項と科学技術の専門
語彙が Web 上で自律的に学習できる教材です。汎用的でオー
プンソースでフリーの e-ラーニングプラットフォームである
moodle を使用して試作されました。学習者は本システム上で

2005年から開講しています。漢字の読みや意味・使い方を問
う問題が提示され、全て自動採点されます。受講者は以下の 3
つのレベルのコースが選択できます。
◦基本漢字100字の習得を目指すレベル（日本語能力試験 4 級）
で、専門教育出版の「漢字マスター・ 4 級漢字 vol.1」に準
ずる。
◦漢字300字の習得を目指すレベル（日本語能力試験 3 級）で、

ユーザ登録を行い、教材を利用できます。
文法練習教材は、試作版として、現在留学生センターの日本
語プログラムで利用されているプレースメントテストの問題を
掲載しました。初級から上級までの文法問題が提示され、その

専門教育出版の「漢字マスター・3 級漢字 vol.2」に準ずる。
◦漢字1000字の習得を目指すレベル（日本語能力試験 2 級）で、
専門教育出版の「漢字マスター・2 級漢字 vol.3」に準ずる。
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問題（読解・作文コース）

解答（読解・作文コース）

問題（漢字コース）

解答（漢字コース）

4 ．おわりに
今 後 ま す ま す イ ン タ ー ネ ッ ト 教 材 の 需 要 が 増 え る 中 で、
JEMS の役割はさらに重要になってくると思われます。これま

本語教育ポータルサイトの構築を目指して最終作業を進めてい
ます。これによって、これまで開発してきた教材へのアクセス
が容易になります。またこのサイトは、JEMS が開発した教材

でいくつかの CALL 教材を開発してきましたが、今後も最初
に述べた活動方針に従い、ICT やインターネットを用いた効
果的な日本語教育支援に取り組んでいきたいと考えています。
具体的に2007年度は、海外の学習者及び地域の学習者にでき
るだけ便宜を図っていくような支援体制を整備することを目的
に、既存の教材のわかりやすい紹介や使用方法の説明を含む日

だけでなく、世界中で利用されている様々な CALL 教材にも
簡単にアクセスできるようになっており、このサイトに入れば、
最新の日本語教育の CALL 教材で勉強することが期待できま
す。また2008年度には、豊田市から研究委託を受けた「とよた
日本語学習支援システム構築プロジェクト」の一環として、初
級用の会話のマルチメディア教材を開発する予定です。
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コラム

ソウル大学
オ・ギリョン（韓国）
ソウル大学の新入生になって初めて私が見たのは、とんでも
なく広いキャンパスでした。山の上に位置しており、あちこち
に坂道と階段があり、キャンパス内の道路には市バスが何台も
走っていました。方向音痴の私は一気に恐くなりました。広す

ソウル大学にはまだ留学生はあまり多くいませんが、語学
コースが行われている言語教育院と大学院を中心に毎年どんど
ん増えています。交換留学生が一般授業を受講するのは難しそ
うだなと思っていましたが、自分自身が名古屋大学で交換留学

ぎるキャンパス、古くてつまらなさそうな建物、これが入学し
てすぐの第一印象でした。この時、この大学で自分がうまく生
きていけるかどうか、少し自信がなくなっていたせいかも知れ
ません。予想通り、私は毎日キャンパスの中で道に迷い続け、
時にはそのせいで授業に遅刻しながらも大学生としての最初の
一ヶ月をすごしました。そしていつの間にかそんな自分にも慣
れてしまい、道を迷う時間を楽しむこともできるようになりま

生として経験してみると、その苦労と微妙な楽しみが少しは
わかるようになりました。ソウル大学に在籍する留学生は対外
協力本部というところで生活や学業について相談できます。名
大の留学センターのようなところで、言語教育院の隣に位置し
多様な文化圏の留学生が集まっているのが見られます。これか
らもそれぞれの興味を持った留学生がますます増え、お互いを
もっと知り、良い友達になれればいいなと思っています。そう

した。見た目よりもずいぶん面白いところだなと思うようにな
りました。

すれば、もっと楽しいキャンパスになるでしょう。
ソウル大学へようこそ！

季節によってキャンパスの風景は一変します。 3 月の淋しい
印象を思い出せないほど、 4 月、 5 月になると、木蓮の花、桜、
ライラク、ツツジの花やレンギョウの花など様々な花が満開
し、とても華やかでのどかな春の景色が広がります。その美し
い風景は、勉強で疲れた人たちを癒やしてくれ、また新入生に
は大学のわくわくした青春を豊かに感じさせてくれます。秋に
はキャンパス内が紅葉に溢れ、大学の背後の山も赤や黄色に染
まります。この季節のキャンパスはすごくきれいなので、誰も
がその景色を愛さずにはいられません。
このように広くて、時々淋しくもあり、またある季節にはと
ても美しいキャンパス内には、様々な単科大学の建物が立って
います。ソウル大学には16の単科大学に84の学部があり、総合
大学としてその規模が非常に大きいのが特徴です。院にはまた
5 系列、71学科、27共同課程があり、 6 つの専門大学院もあり
ます。国際大学院では海外からの留学生も様々な研究を行って
います。
ソ ウ ル 国 立 大 学 の 理 念 は ラ テ ン 語 の「VERI TAS LUX
MEA」で、その意味は「真理はわれ光」です。この重く深い
意味の込められた言葉に少しでも近づくため、学生達は皆それ
ぞれの勉強や研究に頑張っています。勉強以外にも、様々な学
会、クラブなどがあり大学生活をさらに楽しむこともできます。
中央図書館を通るトンネルの掲示板には学生自治会の活動、ク
ラブ活動に関するポスターはもちろん、社会的・政治的な論争
について自分の意見を述べているポスターなどもたくさん掲示
されています。図書館を中心にして、学生会館やカフェテリア
などはいつも賑やかで大学の活気がたっぷりと感じられます。
「VERI TAS LUX MEA」の精神と若者たちの精気が共存して
いるキャンパスだと言えるでしょう。
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シドニー大学
情報文化学部社会システム情報学科 4 年

野崎百合子
私は、2007年 3 月から11月まで、名古屋大学からの交換留学
生として、シドニー大学で勉強していました。
シドニー大学は、オーストラリア最大の都市、シドニーの中
心部から 2 キロ程離れた場所に位置しています。オーストラリ

える人はその日の主役で、呼びたい人を呼び、好きなレストラ
ンやカフェで、パーティを開きます。私は、近くのカフェで、
ダー
リントンハウスの友達に祝ってもらいました。
オーストラリアは、とても居心地がいい国でした。日本人が

アで一番古い歴史を持ち、国内ではもちろん、世界的にも評価
の高い大学です。広大なキャンパスには古い建物が数多く残さ
れており、とても美しいです。 4 万人以上の学生を抱える大規
模校で、留学生が多く、全体の約 2 割を占めています。
シドニー大学では、講義とチュートリアルといわれる少人数
のゼミに参加し、課題をこなすことで単位が取得できます。私
が専攻していた社会科学はコースが充実していて、多くの中か
ら自分が勉強したいものを選ぶことができました。私は社会学
の授業を主に取り、社会不平等とグローバリゼーションについ

多く住んでいるので、日本食レストラン、スーパー、本屋、古
本屋など、金額は 2 倍以上しますが日本の物が簡単に手に入り
ます。物価は、他の英語圏と比べると安く、高いものと、安い
ものがあり、平均して日本で暮らすのと同じ位だと感じました。
ただ、シドニーは好景気が続いており、住宅費が値上がりして
います。ルームシェアをしていて、部屋を借り上げているオー
ナーが値上がりした家賃を支払えなくなったため、突然退出を
余儀なくされるということもあったようです。
シドニーという都市自体も、魅力的です。シドニーは観光に

て勉強していました。それ以外にも、英語を母国語としない学
生向けの言語学の授業や、新入生や留学生のための授業の受け
方、ディスカッションの方法、エッセイの書き方などについて
の補習コースも受けました。先生やチューターは熱心な方ばか
りでした。課題が出ると、エッセイの内容、構成や参考文献に

力を入れている都市なので、 1 年間いても飽きないほど見所が
たくさんあります。一番良かったのが、ブリッジクライムとい
う、ハーバーブリッジのアーチ部分に登るものです。友達が帰
国する前日の夕方から登りました。他の参加者も、婚約、永住
権取得、誕生日といった、特別な日を祝うために来ていました。

ついてアドバイスを頂き、多くの文献にあたるうちに、徐々に
いいエッセイが書けるようになっていきました。課題は、私が
取っていたコースでは、多くの場合1500から2000字のエッセイ

ハーバーブリッジの上からみたシドニーの夕暮れはとても美し
かったです。また、車で 1 時間半行くだけで、ブルーマウンテ
ンという、日本では考えられないような壮大な自然があるし、

でした。事前に提示された明確な基準で採点され、コメントを
つけて返却されるのでやりがいがあります。評価方法は相対評
価です。普段のエッセイやテストで高得点を取っても、他の学
生の出来によって、最終的な成績が下がることもあります。社

きれいなビーチへバスやフェリーで気軽に行けます。おいしい
レストランもたくさんあります。オーストラリア料理はもちろ
ん、韓国、中国、タイ、シンガポール、イタリア、スペインな
ど、様々な国の料理が食べられます。その国出身の人が料理し

会調査法の小テストがとても簡単で、平均点が 9 割以上になっ
たため、最終的な成績を出す時に調整が行われました。
クラブやサークルも活発に行われています。私は、ユニメイ
トという、
イベントサークルに入っていました。
週末にメンバー
で集まって食事をしたり、シドニー周辺を観光しました。シド
ニー郊外にあるブルーマウンテンへ日帰り旅行に出かけたり、
オリンピックパークを訪れたり、カジノやゴーストツアーに挑
戦したり、たくさんの楽しいアクティビティがありました。
シドニー大学には、いくつかの寮があります。寮の数は限ら
れているので、大学周辺に部屋を借りるのが一般的です。私が
住んでいたのは、ダーリントンハウスという、シドニー大学が

ている場合が多いので、本格的です。シティのスパニッシュレ
ストランでパエリアを食べた時、一緒に行った友達は、スペイ
ンで食べたものと同じ位おいしいと言っていました。また、大
都市なので、大学以外でも色々なことが出来ます。しっかりし
たボランティアの組織があるので、ボランティアをする機会も
多いし、アルバイトや習い事もできます。私は、近所のヨガ教
室に通っていました。オーストラリアは健康に気を使っている
人が多く、老若男女問わず、朝早くからたくさんの人が来てい
ました。
シドニー大学は、勉強するにはとてもいい環境で、勉強以外
の楽しみもたくさんある、留学先としていい大学だと思います。

領有している寮のうちの一つです。全部で54人が住んでいて、
寮というよりアパートのようなところで、 5 人で 1 つのユニッ
トをシェアしていました。キッチン、お風呂、トイレ、居間を
共同で使用し、それぞれに個室が与えられていました。私が一
緒に住んでいたのは、イギリス人、スリランカ人と、2 人のオー
ストラリア人です。
ルームメートと一緒に暮らしていく中で、シドニー大生は、
遊びと勉強のメリハリをつけて生活していると感じました。平
日は熱心に勉強し、週末の夜は、遊びに行きます。ホームパー
ティに行ったり、クラブやパブにお酒を飲みに行ったり。普段
はカジュアルな服装のオージーも、その時は気合を入れてお洒
落をします。バースディパーティもよくあります。誕生日を迎
ECIS NEWS 23
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活動報告

留学生と日本人学生のための教育交流プログラム
Intercultural Programs for International and Japanese students

★第 2 回チューターのためのランチミーティング開催★
2007年12月 5 日、
「第 2 回チューターのためのランチミーティ
ング」を開催しました。留学生センター、NUPACE、環境学

期のチューター終了後のアンケート結果では、
「他のチューター
が何を行っているのか知りたい」という声が非常に多くありま
したが、会の終了後もさらに学生同士で意見交換して、自らの
チューター活動に自信をつけて帰る学生も見られました。ラン

研究科・教育発達科学研究科・情報文化学部・情報科学研究科
に所属する留学生のチューター23名と、留学生相談室、短期留
学部門のスタッフ 8 名が参加し、盛況かつ有意義な会となりま
した。参加学生を 5－6 名の小グループに分け活発な意見交換
を行ないました。
ランチミーティングでは、チューター活動を通して日頃感じ
ていることをざっくばらんに話してもらい、現在直面している
問題に対しても、経験を踏まえた意見や解決策を学生自身から

チミーティングでの学生たちの声からは、やる気や責任感が大
いに感じられとても心強く思われました。今後も「チューター
のためのランチミー
ティング」を半期に一
度開催し、より充実し
たチューター活動につ
ながる交流と意見交換
の場を提供していく予

提案してもらいました。トピックは主として、チューター活動

定です。

の内容や使用言語、チューターの役割に関するものでした。前

★ Language Shower ～多言語交流プログラム～を実施して★
情報文化学部 3 年 佐藤美矢子（Language Shower 学生スタッフ）
このプログラムは、「誰もが、気軽に、外国語を使用しなが
ら交流できる」ことを目標に実施されています。言語運用力の
レベルに関わらず日本人も留学生も一緒になって話せる場が最
近増えてきたとはいえ、
もっともっと増やしていけるはずです。
多くの日本人学生の「外国語を話す機会や場所がほしい」とい
う要望と、外国人留学生の「日本人学生と関われる機会が少な
い」という意見から、Language Shower が企画され、留学生
センターが主催した第 1 回目に続いて、第 2 回、第 3 回は学生
スタッフが中心となって企画運営しました。
プログラムは「自分にとっての外国語でも、間違えを恐れず
会話を楽しむ」ことを趣旨として、季節のカード作りをしたり
旅行について話したりと、楽しみやすい構成になっています。
第 2 回 Language Shower 〈2007年12月16日〉では、英語とフ
ランス語を使用言語として約30名の参加があり、日本人学生も
外国人留学生も和気あいあいとカード作りを楽しみました。第
3 回 Language Shower 〈2008年 1 月17日〉は、英語とフラン
ス語に加えてスペイン語でも企画し、約30名で「旅行」という

テーマのもと軽い作業を交えて“話すこと”を楽しみました。
多くの国や地域の人々が混ざって会話をすることにより、会
話力が向上するだけでなく、様々な文化に触れることができま
す。普段はあまり関わることができない人たちと仲良くなれる
チャンスです。私も留学生と接して、他国の特徴や考え方の違
いを味わうことができ、また、日本では当たり前のことが当た
り前でなかったり、日本だけだと思ったら世界共通だったりと
いうような発見もありました。そんな何気ない会話が、大学で
できるということは素敵なことだと思います。参加者のみなさ
んが、楽しかったと言ってくださって私たち運営側としてもと
ても嬉しく思います。中には、このイベントに参加するために
時間割の組み立てを考えて下さっている方もいて、責任を感じ
るとともに、喜びの気持ちでいっぱいです。今後もより多くの
人に参加して楽しんでもらえるよう、がんばっていきたいと思
います。
私たちは現在、プログラムを企画運営する学生スタッフを募
集しています。スタッフの役割は、プログラム内容企画、事前
広報、当日の運営・進行です。色々な経験ができます。大きな
特徴として、このプログラムはよりよく柔軟に変化していくと
いうことが挙げられます。企画の際、私たちは参加者の声を大
切にしています。第 3 回プログラムの内容も、第 2
回で得られた「作業と会話の同時進行は難しい」
「会
話力を高めたい」という意見を取り入れたものです。
外国語会話にあまり自信がない人が、留学から帰っ
てきた人が、日本人・留学生と楽しんで会話できる
ように。そんなプログラムを作っていきます。
言語に自信がある人、自信はないけど興味がある
人、ぜひ私たちと一緒に Language Shower を作り

カード作り
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反省会

上げ、気持ちよく言語のシャワーを浴びましょう！
〈連絡先〉 advisor@ecis.nagoya-u.ac.jp

★キャンパスの国際交流の促進を目指した「もっともっと国際
交流：名古屋大学でできること！」ワークショップを開催★
2007年10月12日（金）
、学生による主体的なキャンパスの国
際交流活動を促進するため、国際交流に関心のある学生を対象

最後の全体ディスカッションでは、国際交流を身近に感じて
いる学生だけではなく、より多くの学生が参加しやすい国際交
流活動とはどのようなものかについて活発に意見を出し合い、
自分たちの「枠」を超えた新しい国際交流活動の可能性を検討
しました。参加学生からは「国際交流に対する固定概念がいい

にワークショップ「もっともっと国際交流～名古屋大学ででき
ること！～」を開催しました。ファシリテータは、一橋大学商
学研究科阿部仁講師をはじめ留学生センター堀江未来准教授、
留学生相談室髙木ひとみ講師が担当し、延べ20名の学生が参加
しました。ワークショップ冒頭では、
「キャンパスの国際交流
で自分は何を目指すのか、または何を得たいのか？」という

意味で崩れ壊された。国際交流に対する意識の高い人と意見交
換ができ、刺激になった」「すべてが想像を超えていた。いつ
もは一方的になりがちで、なかなか話せないようなことも今日
は共有することができた」「同じ関心を持った仲間と意見や情
報を交換できて良かった」などの声が聞かれました。
今回のワー
クショップに参加した学生の多くは学内において積極的に国際

テーマについてブレインストーミング（フレームゲーム）を行
い、参加者が考える「国際交流」について具体的にアイディア
を出し合い、グループに分類していきました。さらに異文化理
解に関する参加型のアクティビティーを通して、普段は気づき
にくい自分自身の中にある文化的な枠を発見する機会を持ちま
した。

交流活動に関わっており、そのような経験に基づいた学生の声
を、留学生相談室や留学生センターが直接聞くことのできる貴
重な機会となりました。学生の活動はキャンパスの国際化に多
大な貢献をしています。そういった活動をサポートするため、
今後も様々な研修等を提供していく予定です。
（名大トピックス No. 174号より引用）

ワークショップの様子

活動報告

グループ発表する参加学生の様子

日本語ボランティア「さくらの会」の紹介
副代表

こんにちは、さくらの会です。
わたしたちは、
留学生とその家族を対象に、
「日本語で話そう」
という日本語ボランティア活動をしています。
日本語ボランティアというと、
『外国人に日本語を教える』
と考えがちですが、
実際には「伝えたいことをいかに伝えるか」
「相手の言いたいことをいかに理解するか」ということが出来
るようにお手伝いすることだとわかってきました。
わたしたちは日本語の交流を通して、留学生の国の文化や風
習を理解し、日本の習慣や慣習、もしくは、それぞれの地域の
習慣や慣習を彼らに伝えていくことを念頭に入れ、日本で生活
していくうえで見過ごしてはいけないことばのまちがい、話し
方で意識、意図などが相手に誤解を招くと感じた場合、つまり、
それがもとで日本人とトラブルが起きる可能性があると思った
場合は、そのことばを直していくことに重点を置いています。
さくらの会を利用する留学生の多くから、日本人と日本語で
話す機会が少ないと聞きます。
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高橋美也子

日本人同士のトラブルでも、意外にコミュニケーション不足
が引き金になるように思います。それが、外国人であればなお
のこと、お互いの文化や習慣を知らないから起こる問題も多い
のではないでしょうか？
留学生からは、わたしたちが今まで気が付かなかった日本を
教えてもらうこともあり、とても楽しみです。
4 時15分に、学生がにっこり笑って「ありがとうございまし
た。また、きます。」なによりうれしい一言です。
さくらの会は、2004
年に、名古屋市生涯学
習センター主催日本語
ボランティア入門編修
了生の有志により立ち
上げた市民ボランティ
アグループです。
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李

澤熊准教授

「名古屋大学大学院国際言語文化研究科の名誉修了生賞」受賞！

この度、本センター准教授の李澤熊先生が名古屋大学大学院国際言語文化研究科の名誉修了
生賞を受賞しましたので、ここに報告します。下記の写真は昨年10月13日に行われた「言語文
化フォーラム」
での発表の様子です。李澤熊先生に発表の内容について紹介してもらいました。

く）言いますのでしっかり聞いてチェックしておきましょ
う。
⑶私と内藤はみんなより少し先を歩いた。ソウルの繁華街で
ある明洞を抜け、高速道路下にかかっている歩道橋を渡っ
ていると、その端に幼い子供を抱いた女の物乞いが坐って
いるのが眼に入ってきた。私は足を早めるようにして通り
過ぎたが、内藤はジーンズのポケットから小銭を取り出し、
さりげなく（?? それとなく）アルミニュームの容器に投
げ入れた。（沢木耕太郎『一瞬の夏』、p.1227）
⑷向こうにいる友達にそれとなく（さり気なく）合図を送っ
た。
例⑷は「それとなく」を「さり気なく」で言い換えられますが、
意味は違います。「それとなく」を用いた場合は、「友達に軽く

日本語を学習者の視点で研究しています。大学院入学以来、
一貫して現代日本語の意味論について研究してきました。具体
的なテーマとしては、
「主体の意図にかかわる副詞」の類義語
分析です。現在は、
「時間関係の副詞」について、日韓対照の
観点から分析を行っています。大学院の授業では、現代日本語
の文法にかかわるトピックをいくつか取りあげ、具体例をあげ
ながら分析・考察しており、日本語教育への効果的な応用、実
用的な指導方法を探っています。
本発表では、以上の研究テーマの中から、主体の意図にかか
わる副詞「さり気なく」と「それとなく」の分析例を紹介した
いと思います。
例⑴のように、両語はともに「意図を持って行う行為」の場
合に用いられます。ただし、
「それとなく」の場合の行為（例⑵）
は「相手や周囲に（明確ではなく）間接的に示す」ものである
のに対して、
「さり気なく」の場合の行為は「相手や周囲に目
立たないように（何か特別な意味を持っていると思われないよ
うに）する」ものであります。
⑴ぼくは子供に画の技術を教えない。どう描いたらよいのか
と聞きにこられると、ぼくはさりげなく（それとなく）ほ
かの話をして子供がつよいイメージを得るまで画から遠ざ
ける。
（開高健『パニック・裸の王様』
、p.273）
⑵全国で同じものが使われてるのかはわかりませんが愛知県
公安委員会ではこのテキストが配布されます。講習の際、
担当官が出題されそうな部分をそれとなく（?? さり気な
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ウインクをするなどのはっきりした行動をとらずに合図を送っ
た」というようにとらえられます。それに対して、
「さり気なく」
を用いた場合は、「友達ではなく周りの人に、（私の行為に特別
な意味があると思われないように）普段通りの様子で、目立た
ないように合図を送った」というように解釈できます。
最後にこれから大学院を目指す、特に留学生の皆さんに一言
申し述べたいと思います。現在、文系・理工系を問わず名古屋
大学の大学院にはたくさんの留学生が在籍しています。これは
他大学も同じような状況にあります。ということは、今後の日
本の大学・研究機関において留学生の果たす役割（責任）とい
うのは非常に大きいと言えます。今、皆さんはそれぞれ自分の
専門分野で一所懸命頑張っていると思いますが、こういった状
況の中にあるということを念頭において、さらに頑張っていた
だきたいと思います。

新任スタッフ紹介
国際学術コンソーシアム（AC21）推進室
留学生相談室
○岩 城 奈 巳 准教授
国際学術コンソーシアム（AC21）のプロジェクトコーディネートを
行っています。AC21は日本の大学が事務局となっている注目度の高い
コンソーシアムです。活動を国内外にひろめ、AC21を多くの方と一緒
に作っていきたいと思います。活動やメンバー構成などは http://www.
ac21.org/Portal をご覧下さい。専門分野は英語教育、第二言語習得で、
私も帰国生なので帰国生の異文化適応や語学の維持にも興味がありま
す。名古屋大学の留学生に私の経験が少しでも役に立てばと思っていま
す。

○山 田 直 子 助教

留学生センター
国際課

2007年 9 月より短期留学部門（NUPACE）のコーディネータとして
勤務しております。これまでインドネシアを主なフィールドとして、東
南アジア近代史を研究してまいりました。様々なバックグラウンドを
持った世界各地からの留学生と出会えることを幸せに感じています。交
換留学生が名古屋大学で充実した学生生活が過ごせるよう、心のこもっ
たサポートを目指して微力ながらも貢献できればと思っています。

○長野久美子 留学生掛主任
2007年10月 1 日より留学生掛でお世話になっています。2003年 8 月から 1 年間、日墨研修生交
流計画によりメキシコで留学生として過ごした経験を生かし、留学生が本学で充実した学生生活
を送れるよう微力ながらお手伝いできればと思っています。以前、学部の教務学生掛で留学生担
当をしていたことから、業務内容をイメージしやすい部署ではありましたが、まだまだ慣れるま
で時間がかかりそうです。辛抱強くお付き合いいただければ幸いです。よろしくお願いします。

ECIS NEWS 23
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退官の挨拶

「つ」のつく仕事
極寒のアメリカ・ミネソタ州からご挨拶申し上げます。2003
年 5 月に留学生センター短期留学部門の助手に着任して以来、
名古屋大学短期交換留学受入れプログラム（NUPACE）の実
務コーディネーターの一人として、 4 年間、海外協定校から
来日する個性豊かな交換留学生（以下 NUPACE 生）の受入れ

筆内

美砂

「つ」のつく仕事
私の「つ」
学生つっつき

に携わってまいりました。やりがい十分で多くの刺激をいた
だいたポストでしたが、2007年 7 月をもって退職し、現在は
アメリカのミネソタ大学大学院（Department of Educational
Policy and Administration, Comparative and International
Development Education MA Program）で、高等教育の国際
化と異文化間教育を専攻しています。私にとって、1996年に交

学生つなげて
学生通じて世界を広げる

換留学生として 1 年間イギリスで過ごして以来、久々の留学生
活です。実際、
このイギリス留学が自分自身のキャリア転換（英

続けて
紡げば

語教師から留学生教育交流の道に入る）きっかけとなったわけ
ですが、こうしてまた自分が
「留学生」
という立場に戻ることで、
初心に返り、留学生が置かれる環境・心情を振り返る貴重な時
間となっています。また、経験豊かな教師陣、国際経験、キャ
リア経験も多彩な学生とともに、日々、国際教育と異文化間理

つぼみ咲く

一人ひとりと
つきあう姿勢を

彼らにとっては
通過点

解の意義と課題について考えをめぐらしています。
NUPACE プログラムを支える教職員のチームワーク、そし
て「主役」である NUPACE 生がもたらすエネルギーは、私に

ミネソタ大学（ミネアポリス）にお越しになる機会がありま
したら、またこちらでお力になれることがありましたら、ぜひ
ご連絡ください。ミネアポリスの冬の体感温度は、－20度近く

とって大きな刺激であり、大変意義ある仕事でした。特に2006
年に NUPACE のプログラム設立10周年記念に関わることがで
きたことは、自分自身の留学10周年と重なり、感慨深いものが
ありました。名古屋大学という大きな組織の中で、さまざまな
部局の教職員・留学生を通して国際教育交流という仕事を見つ
め直し、さらに意欲を深める機会をいただいたことに深く感謝
しております。
NUPACE 生にとって名古屋大学への留学は、人生の大転換

まで下がります。冬季ご訪問の際は、どうぞ防寒着のご準備を。
（Email: misafu@hotmail.com）

につながります。国を超えて出会った教職員・友人、国境を超
えて生活する自信、
洞察力と知識、
また次の進路につながるきっ
かけなど、留学期間が一学期であっても一年であっても、その
成果とインパクトは、机上の学問だけでは得られない可能性を
秘めています。さらに一人の NUPACE 生を通して、何人もの
名古屋大学生の世界が広がる相乗効果が生まれます。これから
も名古屋大学のキャンパスが「日本」という枠に留まらずに、
世界との架け橋となり、活発な留学生教育・研究交流、また学
生にとって人生の良き通過点の場であることを心から願ってお
ります。
最後に僭越ながら、留学生教育交流の醍醐味を表現した自作
の詩をご紹介します。
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全学向け日本語講座年間スケジュール

前期
●授業期間

月
月

▲

4 14 7 29
日
日

月
月

日
日

Period

APR14 JUL29

（火）

▲

（月）

●受付

▲

3月26日（水） 4 月8日（火）

（Mon）
Registration

（Tue）

▲

MAR 26（Wed） APR 8（Tue）

5つのコースから時間と必要性にあわせて選んで下さい。
◎標準コース（毎日1コマ）

Choose a Course that Suits your needs.
◎Standard course in Japanese（1 lesson/day）

初級Ⅰ
（SJ101）、初級Ⅱ
（SJ102）、初中級（SJ200）、
中級Ⅰ
（SJ201）、中級Ⅱ
（SJ202）、中上級（SJ300）、
上級（SJ301）

ElementaryⅠ
（SJ101）、ElementaryⅡ
（SJ102）、
Pre-intermediate（SJ200）、IntermediateⅠ
（SJ201）、
IntermediateⅡ
（SJ202）、Post-intermediate（SJ300）、
Advanced Japanese（SJ301）

◎集中コース（毎日2コマ）
初級Ⅰ&Ⅱ
（IJ111）、初級Ⅱ&初中級（IJ112）、
初中級&中級Ⅰ
（IJ211）、中級Ⅰ&Ⅱ
（IJ212）

◎Intensive Course in Japanese（2 lessons/day）
ElementaryⅠ&Ⅱ
（IJ111）、
ElementaryⅡ&Pre-intermediate
（IJ112）、
Pre-intermediate&IntermediateⅠ
（IJ211）、IntermediateⅠ&Ⅱ
（IJ212）

◎漢字コース
◎Kanji Course

漢字1000（中級レベル）

Kanji1000（Intermediate Level）

◎オンライン日本語コース
◎Online Japanese Course

◎入門講義
国際関係論／日本文化論／言語学／日本語学

◎Introductory Lectures in Japanese Studies
International Relations / Japanese Culture / Linguistics /
Japanese Linguistics

後期
●授業期間

日
日

（火）

月
月

日
日

（水）

●受付

▲

9月24日（水） 10 月7日（火）

Period

OCT14 FEB 4
▲

月
月

▲

10 14 2 4

（Tue）
Registration

（Wed）

▲

SEP 24（Wed） OCT 7（Tue）

全学向日本語プログラム
受付期間の最終日にクラス分けテストを行います。
詳しくは各部局事務室または留学生センターヘお問い合わせ下さい。

There will be a placement test on the last day of registration.
For further details, enquire at your school or at the Education Center for International Students.

名古屋大学留学生センター Education Center for International Students

TEL 052-789-2198

FAX 052-789-5100

http://www.ecis.nagoya-u.ac.jp/old/zengaku.html
ECIS NEWS 23
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留学生センター案内図
留学生相談室/IB電子情報館西棟７階
ISA Ofﬁce / IB Building West Wing

本山方面
To Motoyama

八事方面
To Yagoto

インターナショナルレジデンス
International Residence
豊田講堂
Toyota Auditorium

留学生センター/国際課
ECIS/IAD
南門
South Gate
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